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（１）連結経営成績（累計） （％表示は、対前年同四半期増減率）

  売上高 営業利益 経常利益 四半期純利益 

  百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 

26年３月期第２四半期  8,473  7.8  354  173.6  356  164.8  187  200.8

25年３月期第２四半期  7,861  1.7  129  △60.6  134  △60.3  62  △64.3

（注）包括利益 26年３月期第２四半期 222百万円（ ％） 284.0   25年３月期第２四半期 57百万円 （ ％） △70.1

  
１株当たり 
四半期純利益 

潜在株式調整後 
１株当たり 
四半期純利益 

  円 銭 円 銭 

26年３月期第２四半期  26.48  －

25年３月期第２四半期  8.38  －

  総資産 純資産 自己資本比率 

  百万円 百万円 ％ 

26年３月期第２四半期  8,831  5,751  63.2

25年３月期  9,801  5,642  55.9

（参考）自己資本 26年３月期第２四半期 5,580百万円   25年３月期 5,474百万円 

  
年間配当金

第１四半期末 第２四半期末 第３四半期末 期末 合計 

  円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 

25年３月期  － 0.00 － 21.00  21.00

26年３月期  － 0.00     

26年３月期（予想）     － 21.00  21.00

（注）直近に公表されている配当予想からの修正の有無： 無

３．平成26年３月期の連結業績予想（平成25年４月１日～平成26年３月31日）

  （％表示は、対前期増減率）

  売上高 営業利益 経常利益 当期純利益 
１株当たり 
当期純利益 

  百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円 銭 

通期  16,870  2.6  620  44.9  620  38.4  330  －  46.40

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無： 無



※  注記事項 

   

  

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

  

  

  

  

（４）発行済株式数（普通株式） 

  

※  四半期レビュー手続の実施状況に関する表示 

  

※  業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 

  

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動）： 無

（２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用： 無

①  会計基準等の改正に伴う会計方針の変更        ： 無

②  ①以外の会計方針の変更                      ： 無

③  会計上の見積りの変更                        ： 無

④  修正再表示                                  ： 無

①  期末発行済株式数（自己株式を含む） 26年３月期２Ｑ 8,029,535株 25年３月期 8,029,535株

②  期末自己株式数 26年３月期２Ｑ 916,941株 25年３月期 980,416株

③  期中平均株式数（四半期累計） 26年３月期２Ｑ 7,070,180株 25年３月期２Ｑ 7,427,465株

この四半期決算短信は、金融商品取引法に基づく四半期レビュー手続きの対象外であり、この四半期決算短信の開示

時点において、金融商品取引法に基づく四半期連結財務諸表のレビュー手続きは終了しておりません。

業績予想につきましては、発表日現在において入手可能な情報に基づき判断した見通しであり、様々な不確定要素が

内在しており、その達成を当社として約束する趣旨のものではありません。実際の業績等は、業況の変化等により、

これらの予想数値と異なる場合があります。業績予想の前提となる仮定および業績予想のご利用にあたっての注意事

項等については、［添付資料］Ｐ．３「１．当四半期決算に関する定性的情報（３）連結業績予想などの将来予測情

報に関する説明」をご覧ください。 

また、当社は「株式給付信託（Ｊ－ＥＳＯＰ）」を導入しており、株式給付信託Ｊ－ＥＳＯＰ信託口が所有する当社

株式については、自己株式に含めております。 

（決算補足説明資料および決算説明会内容の入手方法） 

当社は、平成25年11月12日に機関投資家・アナリスト向け決算説明会ならびに個人投資家向け会社説明会を開催する

予定です。この説明会で配布する資料は、開催後速やかに当社ホームページに掲載する予定です。
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（１）経営成績に関する説明 

当第２四半期連結累計期間（平成25年４月１日～平成25年９月30日）における日本経済は、輸出に持ち直しの動

きが見られるなか、企業収益が大企業を中心に改善し、着実に回復に向かいました。 

経済産業省が実施する「特定サービス産業動態統計調査」（平成25年10月17日発表）によりますと、情報サービ

ス産業の売上高は対前年同月比で増加傾向にあり、事業環境には改善の動きが見られます。このような環境のも

と、当社グループは引き続き人材育成を 優先課題に取り組むとともに、グループ経営資源の共有と活用による業

務効率化、既存顧客へのグループ横断的な営業展開を積極的に行ってまいりました。 

この結果、主要事業のシステム運営管理事業において、一部顧客における運用構築業務の回復、プラットフォー

ム系開発業務の受注増、大手ＩＴベンダー経由の受注好調により、売上高が増加しました。 

また、ソフトウエア開発事業においては、顧客ニーズを捉えた積極的な提案活動やオフショアを活用した高付加

価値サービスの提供により受注が堅調に推移し、当社グループの当第２四半期連結累計期間における売上高は、84

億73百万円（前年同期比7.8％増）となりました。 

収益面におきましては、売上高の増加および高収益案件の獲得、事業構造改革実施に伴う収益体質の改善、低採

算案件の見直しなどにより、営業利益は３億54百万円（同173.6％増）、経常利益は３億56百万円（同164.8％

増）、四半期純利益は１億87百万円（同200.8％増）となりました。 

なお、当社グループの当第２四半期連結累計期間におけるセグメント別の業績は以下のとおりであります。 

① システム運営管理 

昨年度一時的に減少した一部顧客における運用構築業務の回復、プラットフォーム系開発業務の受注増、また、

大手ＩＴベンダー経由の売上が増加したことにより、売上高は52億３百万円（同5.0％増）となりました。 

② ソフトウエア開発 

企業のＩＴ投資が緩やかに回復するなか、顧客ニーズを捉えた積極的な提案活動や、一括受託サービスの提供等

により、既存顧客からの受注が拡大し、売上高は30億円（同13.2％増）となりました。 

③ その他 

コンサルティング売上は減少したものの、海外現地法人の売上増により、売上高は２億69百万円（同5.3％増）

となりました。 

   

   

（２）財政状態に関する説明 

①財政状態の変動状況 

(資産の部) 

当第２四半期連結会計期間末の資産の部は、現金及び預金の減少７億88百万円および売上債権の減少１億72百

万円などにより、前連結会計年度末の98億１百万円から９億70百万円減少し88億31百万円となりました。  

(負債の部) 

当第２四半期連結会計期間末の負債の部は、有利子負債の減少５億30百万円および未払金の減少５億７百万円

などにより、前連結会計年度末の41億59百万円から10億79百万円減少し30億79百万円となりました。 

(純資産の部) 

当第２四半期連結会計期間末の純資産の部は、四半期純利益１億87百万円および配当金の支払による減少１億

48百万円などにより、前連結会計年度末の56億42百万円から１億９百万円増加し57億51百万円となりました。 

  

１．当四半期決算に関する定性的情報
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②キャッシュフローの状況 

 当第２四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）の残高は、前年同四半期

連結会計期間末に比べ１億62百万円減少し、22億８百万円（前年同期比6.9％減）となりました。 

 当第２四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は、次のとおりです。 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

営業活動の結果使用した資金は１億12百万円（前年同期は３億15百万円の獲得）となりました。 

これは主に、税金等調整前四半期純利益３億55百万円、賞与引当金の増加61百万円、売上債権の減少１億73百

万円、未払金の減少５億７百万円、未払費用の減少83百万円および法人税等の支払額89百万円などによるもので

あります。 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

投資活動の結果使用した資金は40百万円（前年同期は２億19百万円の獲得）となりました。 

これは主に、有形固定資産の取得による支出37百万円および無形固定資産の取得による支出４百万円などによ

るものであります。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー）  

財務活動の結果使用した資金は６億46百万円（前年同期比9.3％減）となりました。 

これは主に、短期借入金の純減少額５億円、長期借入金の返済による支出30百万円および配当金の支払額１億

51百万円（少数株主への配当金の支払額を含む）などによるものであります。 

   

（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明 

日本経済は、国内需要の底堅さと海外経済の持ち直しを背景に、緩やかな回復を続けています。 

このような状況の下、当社グループは、主力のシステム運営管理事業をさらに強化すると同時に、これまで推進

してまいりました「ＢＯＯ（注1）戦略」、「グローバル戦略」、「プラットフォーム系開発業務（注2）およびク

ラウドサービスの拡大」にいっそう注力してまいります。現時点で平成25年７月31日に公表いたしました業績予想

に変更はありません。 

（注1）：ＢＯＯ（ビジネスオペレーションズアウトソーシング）とは、一つの顧客に対し、ソフトウエア開発からシステム運営管理、

ＢＰＯまで、複数のサービスを提供することです。 

（注2）：プラットフォーム系開発業務とは、ハードウエア、ＯＳ、ミドルウエアの機能を 適な手段で活用し、低コストかつ信頼性の

高いシステム稼働環境を設計・構築するサービスです。 
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２．四半期連結財務諸表 
（１）四半期連結貸借対照表 

（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成25年３月31日) 

当第２四半期連結会計期間 
(平成25年９月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 3,117,139 2,328,597

受取手形及び売掛金 2,764,428 2,592,132

仕掛品 32,109 68,115

その他 498,444 494,580

流動資産合計 6,412,121 5,483,425

固定資産   

有形固定資産   

土地 1,032,490 1,032,490

その他（純額） 769,517 766,339

有形固定資産合計 1,802,007 1,798,829

無形固定資産   

のれん 259,459 220,221

ソフトウエア 59,607 56,929

その他 3,437 2,242

無形固定資産合計 322,504 279,393

投資その他の資産 1,265,180 1,269,748

固定資産合計 3,389,692 3,347,971

資産合計 9,801,813 8,831,396

負債の部   

流動負債   

買掛金 335,961 356,610

短期借入金 860,000 360,000

1年内返済予定の長期借入金 60,000 60,000

未払法人税等 117,905 184,532

賞与引当金 660,492 721,635

役員賞与引当金 3,700 6,975

受注損失引当金 － 22

その他 1,189,800 520,059

流動負債合計 3,227,861 2,209,836

固定負債   

長期借入金 180,000 150,000

退職給付引当金 658,688 626,164

役員退職慰労引当金 6,569 7,612

その他 85,979 85,843

固定負債合計 931,238 869,620

負債合計 4,159,099 3,079,457
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（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成25年３月31日) 

当第２四半期連結会計期間 
(平成25年９月30日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 592,344 592,344

資本剰余金 545,539 544,913

利益剰余金 4,917,789 4,956,980

自己株式 △642,084 △606,458

株主資本合計 5,413,588 5,487,781

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 1,519 17,762

為替換算調整勘定 59,639 74,463

その他の包括利益累計額合計 61,159 92,226

新株予約権 20,084 23,525

少数株主持分 147,881 148,406

純資産合計 5,642,714 5,751,938

負債純資産合計 9,801,813 8,831,396
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（２）四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書 
（四半期連結損益計算書） 
（第２四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成25年４月１日 
 至 平成25年９月30日) 

売上高 7,861,372 8,473,784

売上原価 6,557,377 6,902,609

売上総利益 1,303,994 1,571,175

販売費及び一般管理費 1,174,462 1,216,770

営業利益 129,532 354,405

営業外収益   

受取利息 916 1,612

受取配当金 10,597 10,515

その他 20,033 11,261

営業外収益合計 31,547 23,389

営業外費用   

支払利息 3,218 3,616

コミットメントライン手数料 17,505 17,489

為替差損 5,857 －

その他 45 687

営業外費用合計 26,627 21,792

経常利益 134,453 356,002

特別利益   

固定資産売却益 33,017 0

投資有価証券売却益 3,736 －

新株予約権戻入益 － 115

特別利益合計 36,754 115

特別損失   

固定資産売却損 8,685 48

固定資産除却損 92 482

その他 791 －

特別損失合計 9,568 531

税金等調整前四半期純利益 161,638 355,586

法人税、住民税及び事業税 115,853 182,011

法人税等調整額 △20,863 △17,750

法人税等合計 94,990 164,260

少数株主損益調整前四半期純利益 66,648 191,325

少数株主利益 4,406 4,103

四半期純利益 62,241 187,222
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（四半期連結包括利益計算書） 
（第２四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成25年４月１日 
 至 平成25年９月30日) 

少数株主損益調整前四半期純利益 66,648 191,325

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △4,719 16,265

為替換算調整勘定 △4,013 14,823

その他の包括利益合計 △8,732 31,088

四半期包括利益 57,915 222,414

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 53,576 218,289

少数株主に係る四半期包括利益 4,338 4,125
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（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成25年４月１日 
 至 平成25年９月30日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー   

税金等調整前四半期純利益 161,638 355,586

減価償却費 60,049 54,243

固定資産除却損 92 482

固定資産売却損益（△は益） △24,332 48

投資有価証券売却損益（△は益） △3,736 －

新株予約権戻入益 － △115

のれん償却額 39,238 39,238

株式報酬費用 6,059 3,555

賞与引当金の増減額（△は減少） 38,723 61,142

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △3,114 3,275

貸倒引当金の増減額（△は減少） 368 －

受注損失引当金の増減額（△は減少） 9,099 22

退職給付引当金の増減額（△は減少） 11,213 △32,523

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 1,042 1,042

受取利息及び受取配当金 △11,513 △12,128

支払利息 3,218 3,616

為替差損益（△は益） 5,857 △1,930

売上債権の増減額（△は増加） 231,498 173,297

たな卸資産の増減額（△は増加） △34,605 △35,640

仕入債務の増減額（△は減少） △57,799 20,612

未払金の増減額（△は減少） △45,894 △507,397

未払費用の増減額（△は減少） 15,049 △83,244

未払消費税等の増減額（△は減少） 9,008 △57,273

その他の流動資産の増減額（△は増加） △9,400 48

その他の流動負債の増減額（△は減少） 8,384 △17,729

その他の固定資産の増減額（△は増加） △827 △1,262

その他の固定負債の増減額（△は減少） △3,700 －

その他 621 1,128

小計 406,239 △31,904

利息及び配当金の受取額 11,395 12,337

利息の支払額 △3,231 △3,861

法人税等の支払額 △99,022 △89,496

営業活動によるキャッシュ・フロー 315,379 △112,924
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（単位：千円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成25年４月１日 
 至 平成25年９月30日) 

投資活動によるキャッシュ・フロー   

定期預金の預入による支出 △70,000 －

定期預金の払戻による収入 6,279 －

有形固定資産の取得による支出 △53,221 △37,658

有形固定資産の売却による収入 349,203 1,872

投資有価証券の取得による支出 △106,392 △2,826

投資有価証券の売却による収入 103,000 －

無形固定資産の取得による支出 △9,408 △4,514

貸付けによる支出 △2,199 △560

貸付金の回収による収入 2,273 3,884

その他 203 △943

投資活動によるキャッシュ・フロー 219,737 △40,746

財務活動によるキャッシュ・フロー   

短期借入金の純増減額（△は減少） △525,001 △500,000

長期借入金の返済による支出 △30,000 △30,000

配当金の支払額 △156,068 △147,474

少数株主への配当金の支払額 △1,350 △3,600

その他 △411 34,646

財務活動によるキャッシュ・フロー △712,830 △646,427

現金及び現金同等物に係る換算差額 △8,081 11,556

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △185,794 △788,541

現金及び現金同等物の期首残高 2,557,388 2,997,139

現金及び現金同等物の四半期末残高 2,371,593 2,208,597
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該当事項はありません。 

   

   

該当事項はありません。 

   

   

（４）四半期連結財務諸表に関する注記事項

（継続企業の前提に関する注記）

（株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記）
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